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■発行 株式会社メディアコム 千歳市北斗4丁目13番20号
■Q人ナビウェブサイト https://chanto.biz/qnavi/

千歳・恵庭近郊のお仕事探し応援します！

℡0123-27-2611

毎週木曜日更新《雇用形態マーク》 契 契約社員 準 準社員 パ パート ア アルバイト 委 委託 臨 臨時職員 期 期間社員 嘱 嘱託社員 他 その他正 正社員 派遣社員派
千歳市千代田町5丁目5-1 TEL.0123-24-2535
恵庭市緑町2丁目3-10 TEL.0123-39-5005

【千歳店】
【恵庭店】

一週間毎のシフト作成
お休み希望が叶いやすい♪お休み希望が叶いやすい♪

千歳市勇舞8丁目1-1

担当/田中080-7067-5455

おたからや ちとせモール店

千歳 パ 店内業務

期　間▶長期
仕　事▶ 接客対応、事務作業
給　与▶時給1,000円
時　間▶ 10:00～19:00の間で 

早番・遅番シフト制（実働4h） 
※通し勤務も可（休憩1.5h）　※残業なし

勤　務▶ 週3～5日
待　遇▶ 施設内に喫煙スペース有、業績によりミニ

ボーナス有、服装・髪型自由、ノルマなし

応募

未経験者 
歓迎!!

千歳市桜木3丁目1-1
ラブアリス千歳桜木児童通所支援センター

0123-23-0081 採用担当

見学してからの応募OK!まずはご連絡ください。

lovealice.chitose@gmail.com

パート募集
無資格OK!

期　間▶1年毎の更新制
資　格▶ 教員免許、保育士、児童指導員要件を満たす方、 

無資格でも応募可、要普通免許
時　間▶13:00～18:00 ※時間応相談
給　与▶ 有資格者/時給1,030円～ 

無資格者/時給980円～ 
※処遇改善手当を含む

勤　務▶週2日～
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

制服貸与、試用期間6ヶ月有、施設内禁煙

千歳 パ 児童デイサービススタッフ

キタカレー 釧路レストハウス(株)

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ ①カレー専門店でのホール業務（3名募集） 

②カレー専門店でのキッチン業務（2名募集）
資　格▶ホール、厨房経験者歓迎
時　間▶ 10:00～20:00の間で実働7～8h 

※休憩1h、残業無し　※時間応相談
給　与▶ ①月180,000～200,000円 

②月190,000～230,000円　※経験による
休　日▶週休2日、シフト制
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、

食事付き（無料）、昇給有、賞与年2回（業績による）、
有給休暇、入社祝い金支給（規定有）、試用期間3ヶ
月程度、喫煙スペース有

カレーハウス 担当:野田
090-3890-2046直接携帯電話にお電話ください。
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千歳市美々新千歳空港 ターミナルビル3F 

千歳 正 ホール、厨房

恵庭市恵み野北3丁目1-1 RBP

【受付/10～17時】
担当/佐々木0123-37-6020

恵庭市恵み野
子どもの集う場所 フーレめぐみの

児童指導員募集!!

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちいただくか、郵送ください。

仕　事▶ 子育て支援センターと子どもひろばの児童指導員
期　間▶ 1年毎の更新制　※長期
資　格▶ 保育士・幼稚園教諭、教員・社会福祉士資格、子育て支

援士の何れか、未経験者歓迎、経験者優遇、土日祝勤
務できる方優遇

給　与▶ 時給920円～
時　間▶ 9:00～18:00の間で実働7h　※休憩1h、残業なし
休　日▶ 週休2～3日　※応相談　※休館日/火曜日
待　遇▶ 各社保完備、車通勤可、敷地内禁煙

0歳～18歳までの子どもや、 
保護者の方と楽しい時間を過ごしましょう！

40代 
活躍中!

恵庭 契 パ 児童指導員

期　間▶期間の定めなし
仕　事▶ 恵庭市の委託を受けて、 

市内のゴミ収集作業（運転は無し）
資　格▶ 普通免許 

（交通が不便な為、車通勤可能な方）
給　与▶ 月給162,000円 

※試用期間3ヶ月/日給8,000円
時　間▶  8:15～17:15 

※実働8h、休憩1h、残業なし
休　日▶ 土・日
待　遇▶ 各社保険完備、交通費規定支給、 

施設内禁煙、有給休暇制度、 
制服貸与、車通勤可

恵庭市戸磯 
76-31

まずは、お気軽にお電話をください。 34-5288

有限会社恵庭清掃社

恵庭 正 ゴミ収集運搬作業員

ごみ収集運搬作業員ごみ収集運搬作業員

募集！募集！
向陽台店

仕　事▶ デリカのパック詰め、品出し、清掃作業
時　間▶ 17:00～21:00
給　与▶時給920円

仕　事▶魚のパック詰め、品出し等
時　間▶ 7:30～11:30 ※休憩、残業なし
給　与▶ 時給945円 

※試採用期間3ヶ月/時給920円

まずは、お気軽にお電話ください。

デリカ・清掃/アルバイト

水産/パート

千歳市白樺2-3
向陽台店

 0123-28-3511担当/鎌田

《共通項目》
期　間▶3ヶ月毎の更新
勤　務▶週3～5日
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、 

有給休暇、施設内禁煙

学生
OK

千歳 ア デリカ・清掃パ 水産

帯広市東4条南9丁目11-1

オカモト
0155-22-3200 オカモト本部

仕　事▶ モニター監視と簡単な機械操作、接客、清掃等
資　格▶ 未経験者歓迎、危険物取扱者乙種4類尚可、

普通免許（AT限定可）、年齢不問 
※ 未経験者は将来、 
危険物資格取得を目指して頂きます。

給　与▶ 資格保持者/時給970円～ 
22時～翌5時は1,213円～ 
資格なし/時給920円～

時　間▶ ①7:00～15:00、②8:00～16:00 
③13:00～21:00、④15:00～23:00 
⑤22:30～翌7:30 
※ 実働8h、シフト制、休憩1h、残業/繁忙期有

仕　事▶接客・清掃等
資　格▶資格不問
給　与▶時給920円～
時　間▶ ①9:00～14:00 

②14:00～19:00 
※ 実働5h、シフト制、残業/繁忙期有

期　間▶12月から雇用期間の定め無し
勤　務▶ 週1日～ご相談ください。 

最大週40時間以内になります。
待　遇▶ 各社保険完備（条件による）、昇給有、 

制服貸与、報奨金制度、車通勤可（無料P有）、 
交通費実費支給（最高月/2万円）、 
オカモトグループ割引制度有（入社3ヶ月～）

勤務先▶ セルフ恵庭恵み野/恵庭市恵み野美里1丁目 
セルフ江別大麻/江別市大麻桜木町25番地 

セルフガソリンスタンド接客スタッフ

コインランドリー接客スタッフ

共通項目

まずはお気軽にお電話ください。

12月新規オープン!!

オカモトガソリンスタンド
＆

JOY WASH
オカモトガソリンスタンド

＆
JOY WASH

セルフ江別大麻
セルフ恵庭恵み野

恵庭市恵み野美里1丁目

江別市大麻桜木町25番地

恵庭・その他 ア パ 接客業

千歳店 千歳市青葉5丁目14-7
26-7700

担当 /きくち恵庭店 39-6355
恵庭市恵み野西1丁目8-3 イーストビル1F

札幌海鮮丸

期　間▶2ヶ月の契約更新になります。
仕　事▶ ①デリバリースタッフ 

　車を使用して配達をします。 
②キッチンスタッフ 
　厨房で調理をします。

資　格▶①普通免許、①②未経験者歓迎
給　与▶ 時給/①1,000円～1,200円 

　　 ②940円～1,200円
時　間▶ 9:00～21:00の間で 

1日実働3～9h程度、6h以上で休憩1h、 
残業/月45h ※時間帯はご相談ください。

勤　務▶ 週1～6日程度 ※平日のみ、土日祝のみな
どご相談ください。

待　遇▶ 雇用・労災保険（勤務時間による）、交通費規
定支給（月/1.5万円まで）制服貸与、社員割
引制度、正社員登用制度有、敷地内禁煙

勤務先▶ 千歳店/千歳市青葉5丁目14-7 
恵庭店/恵庭市恵み野1丁目8-3

札幌市東区伏古8条3丁目6-23

担当/ますかわ

千歳・恵庭店同時募集！

ご希望の店舗ににお電話ください。

千歳・恵庭 ア パ デリバリースタッフ・キッチンスタッフ

北海道東急ビルマネジメント㈱
千歳・苫小牧営業所

〒066-0027 千歳市末広7丁目2-1スカイヒルズ末広7 1F

担当/
スズキ0123-22-1090

問合せだけでもOK、まずはお電話ください。

期　間▶1年毎の更新
仕　事▶ 清掃員
給　与▶ 時給930円
時　間▶  7:30～11:00（実働3.5h）
休　日▶ 土日祝・年末年始、他学校休校日 

※ 一部土・日・祝日に学校行事が
ある際は、出勤の場合があり
ます。

待　遇▶ 交通費規定支給、敷地内禁煙
勤務先▶ 北陽小学校

清掃員さん募集!
千歳 契 小学校清掃員

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ レンタカーの受付、事務 

※ 仕事を覚えて、もっと頑張りたい方は時給UP!
資　格▶ 経験者歓迎、要普通免許（AT限定OK）
給　与▶ 時給970円～
時　間▶ 7:30～19:00の間でシフト制 

※応相談 ※休憩1h ※残業有
勤　務▶ 週3日～  

※シフト制 ※土・日曜のみ・Wワーク等応相談
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤

可、カップ式飲料機使い放題、正社員登
用制度有、社内禁煙、屋外喫煙所有

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

0123-26-2191《担当》
つのだ

ニコニコレンタカー千歳市東雲町5丁目7-3 
千歳東雲町店

★ 

車
好
き
な 

未
経
験
者
歓
迎

★
経
験
者
歓
迎

千歳 ア パ レンタカー業務

期　間▶ 10月31日～翌2月頃  
※5月頃まで延長の可能性有

仕　事▶ 電話・メール・FAXでの受付業務 
（面接時に業務内容はご相談させていただきます。）

給　与▶ 時給920円
時　間▶ 9:00～18:00の間で実働6～8h 

※ 基本残業なし、繁忙期に限り1～3ｈ事前相談
のうえ可能な範囲でご協力いただく可能性有

休　日▶ 月9～10日 ※時期により変動有
勤　務▶ 週3日～
待　遇▶ 各社保完備（勤務時間による）、交通費規定

支給、車通勤可、送迎有（千歳駅）、館内禁煙
（事務所内に喫煙スペース有）

株式
会社 千歳市泉沢1007-111ケイシイシイダイレクトマーケティング部

まずはお気軽にお電話ください。

0123-48-2800
【受付/9～17時 担当/江藤】

コールセンター 
スタッフ

● フルタイムや土日勤務が可能な方歓迎!

●未経験者歓迎! 研修・サポート体制充実！
●千歳駅から送迎有！

5名
募集!

千歳 ア パ 受付

新千歳空港応援
商品券引換券を
回収・集計するお仕事です。

未経験者
歓迎!!

千歳
期　間▶10月下旬～翌1月31日
仕　事▶ 新千歳空港応援商品券引換券回収、クーポン

券、商品券等の配布、集計作業等
資　格▶ 未経験者歓迎、高校生不可
給　与▶時給1,000円
時　間▶  7:00～20:30の間で5～7.5h 

※6h以上で休憩1h、残業なし
勤　務▶ 月10～20日程度
待　遇▶ 交通費規定支給、受動喫煙対策有
勤務先▶新千歳空港内

千歳市美々987番地76

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

株式会社 キャスト
担当管理本部0123-46-5472 受付/9:00～17:30

ア パ 商品券引き換え業務等

仕　事▶ ハウスにていちご苗の堀上と小分け作業
資　格▶ 未経験者歓迎、車通勤可能な方
給　与▶ 日給5,580円
時　間▶ 9:00～16:00（休憩1h、残業なし）
休　日▶ 応相談
期　間▶ 11月8日頃～11月下旬頃（収穫量による）
待　遇▶ 交通費規定支給、ハウス内禁煙

出勤日は数日でもOK！ご相談ください！

まずはお気軽にお電話ください。作業中等は留守電になり
ますので録音してください。後ほど折り返します。

いちご苗の堀上・小分け
短期のお仕事です!!

夕張郡長沼町東4線南11 
JR千歳駅より車で25分 JR恵庭駅より車で20分

0123-76-7495
㈲逢坂農園

その他 パ 農作業

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

0123-26-2191 《担当》
つのだ

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 新車、中古車の販売業務、軽整備、他
資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許（AT限定OK）
給　与▶ 月160,000円～ 

※試用期間1～6ヶ月/時給920円～
時　間▶ 10:00～19:00（実働8h）  

※休憩1h ※残業有
休　日▶ 4週8休、他シフト制、年末年始 

※会社カレンダーによる
待　遇▶ 各社保完備、業績賞与年2回、燃料手当、

交通費規定支給、車通勤可、カップ式飲
料機使い放題、社内禁煙、屋外喫煙所有

スターオート
千歳市東雲町5丁目7-3 株式会社スターオート 千歳店

http://starauto1995.com/

正社員
募集!

千歳 正 販売、軽整備

千歳市千代田町7丁目1789
千歳ステーションプラザ5F

採用係0123-26-4182応募

歯科衛生士募集！
勤　務▶日曜日
期　間▶即日～雇用期間の定め無し
仕　事▶歯科衛生士
時　間▶ 8:30～13:00 

※実働4.5h
給　与▶ 日給7,000円 

※試用期間3ヶ月/同条
待　遇▶ 制服貸与、交通費全額支給、 

ビル館内に喫煙ブース有

日曜日午前だけのお仕事です!!
見学大歓迎!!

千歳 パ 歯科衛生士


